
 

 

鈴鹿市行財政改革計画【集中改革プラン】実施結果 

（平成 17・18 年度実績） 

 

 

 

 

平成 19 年 6 月 

鈴 鹿 市 



1.行財政改革計画（集中改革プラン）改革事項取り組み件数 

区 分 
取り組み件数 

17 年度 18 年度 

基本方針(1) 簡素で効率的な行政システムの推進 26 33 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  13 15 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 6 8 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 7 7 

その他（集中改革プランのみ） 3 0 

合 計 55 63 

 

2.改革事項担当課による自己評価 

区 分 内 容 件 数 率（％） 

１ 予定以上 
当初予定されていた内容以上に達成した場合 

【100％以上】 
1 1.5％ 

２ 予定どおり 
当初予定した内容が概ね 9割以上達成された場合 

【90％～100％】 
47 71.2％ 

３ やや下回る 
当初予定した内容が概ね 5割以上 9 割未満の場合 

【50％～90％】 
13 19.7％ 

４ かなり下回る 
当初予定した内容が概ね 2割以上 5 割未満の場合 

【20％～50％】 
5 7.6％ 

５ 全く進まなかった 
当初予定した内容が概ね 2割以下の場合 

【20％以下】 
0 0％ 

3.行財政改革計画（集中改革プラン）による効果額              （単位：千円） 

区 分 
効果額 

17 年度 18 年度 累 計 

基本方針(1) 簡素で効率的な行政システムの推進 △968 19,574 18,606 

基本方針(2) 効率的・効果的な財政基盤の確立  46,325 75,669 121,994 

基本方針(3) 組織・人事制度の見直しと人材の育成 73,758 167,791 241,549 

基本方針(4) 市民参加の行政と住民自治の推進 0 △70 △70 

その他（集中改革プランのみ） 3,620 3,620 7,240 

合 計 122,735 266,584 389,319 

 

※効果額とは，改革の効果によって得られる削減額のことです。効果額には，改革に要する必要経

費が含まれています。 

※改革効果を効果額として表すことができないものや未定のものについては，計上していません。 

※改革による効果が翌年度以降にも及ぶものについては，実施年度以降の年度にも効果額を算入し

ています。 



行財政改革・集中改革プラン　進行管理表一覧表

18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

1-1-1 1
早期
17-18

政策幹部会議

　政策幹部会議の位置付けを強化し，
現在部長級等で組織される各種会議を
廃止するとともに，平成18年度からは
新規の設置についても認めないことと
し，全ての政策の意思決定機関とす
る。

　個別に組織されている庁内会議体制を調査し，そ
の必要性の有無を検討した。

・情報化検討委員会を，政策幹部会議の指示による
事項を検討するため，政策検討会議に統合した。（6
月）
・構造改革特別区域及び地域再生検討推進本部
を，政策幹部会議に統合した。（7月）
・行財政改革推進本部を，政策幹部会議に統合し
た。（12月）
・男女共同参画推進本部を，政策幹部会議に統合し
た。（2月）
・地球温暖化対策推進委員会及び環境管理委員会
の次回開催時（年に1，2回開催。平成19年度は6月
か7月に開催予定。）に委員会に諮り，政策幹部会
議に統合していく。
・市税等財源確保推進本部は休止されたため，統合
の検討から外した。

　平成18年度に実施できなかった，地球温暖化対策
推進委員会及び環境管理委員会の政策幹部会議
への統合を図る。今後も個別に検討組織を必要とす
る場合は，審議を政策幹部会議で行うよう働きかけ
る。

2 企画課

1-3-1 21
早期
18

外部委託推進方針
の策定

　行政運営のより一層の効率化に向
け，平成18年度に本市の実施している
事業について外部委託推進方針を策
定する。

　他市の外部委託推進方針や外部委託の状況調
査・研究を行った。また，平成18年5月に成立した
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法
律」（市場化テスト法）に関する研究を行い，これらを
基に方針（案）を作成し，推進委員会委員の意見を
聴いている。

　年度早期に外部委託推進方針を策定し，政策幹
部会議に報告を経て庁内周知を図る。

　今年度中に策定予
定であったが，推進委
員会に意見を聴く機
会を一度見送ってし
まったため年度をまた
いで策定となってし
まった。
（実施年度を19年度と
する）

3 総務課

1-3-2 22
長期
17-21

男女共同参画セン
ターの指定管理者
制度の導入

　施設管理やセンター事業のより一層
の事業の充実化を図るため，平成21年
度より指定管理者制度に移行する。

　他の自治体が所有する『男女共同参画センター』
の指定管理者制度の導入状況，受け手となっている
団体について調査するとともに，研修会等に参加し
た。

・平成17年5月　「指定管理者制度研修会」　課員2
名参加
・平成18年2月　「女性と女性センター～運営と相談
を考える～」　課員2名参加

　平成17年度からの調査及び研修の結果，男女共
同参画センターへの指定管理者制度の導入は，そ
の業務の専門性からもその受け手となるに適した団
体の存否が問題となることが明らかになったため，
現在は，県内に3箇所ある「男女共同参画センター」
（三重県・四日市市・鈴鹿市）の間で連携会議を定期
的に開催し，連携を深め，既に三重県文化振興事業
団への指定管理へと移行している三重県や夜間の
みではあるが市民活動団体への管理委託を試験的
に開始した四日市市の状況の推移を見ながら，本
市としてどのような形の運営が資金面，サービス面
からより行財政改革にかなう方策であるかを検討し
てきた。
・平成18年度県内男女共同参画センター（3館）連携
会議開催回数・・・8回

　継続してセンターの運営方策を検討していくととも
に，指定管理者として適した団体の調査，又は，男
女共同参画の分野に精通した市民らによるセンター
運営のための団体の立ち上げが可能かどうかにつ
いても検討していく。

2 男女共同参
画課

1-3-3 23
中期
17-20

市立体育館・武道
館・市立テニスコート
の指定管理者制度
の導入

　業務のより一層の充実，経費削減を
図るため，平成20年度より指定管理者
制度に移行する。

先進地視察
・5月8日　東京都豊島区立巣鴨体育館，池袋スポー
ツセンター，雑司が谷体育館。
・5月9日　豊島区役所区民部　学習・スポーツ課。

体育館との勉強会

　上半期には他市の状況の調査を行った。2月には
指定管理者選定委員会を開催し，委員に体育館，
武道館の施設の説明を行った。

・4月から9月　指定管理者募集準備
・9月　条例改正
・10月　公募
・11月　仮協定書の締結，指定管理者指定の準備
・12月　指定管理者の指定の議決
・1月から3月　事務引継ぎ

2 スポーツ課

2 財政課1-2-1 3
早期
17-18

行政評価の推進

　事務事業評価を基礎に，平成18年度
より第5次総合計画に合わせて施策評
価を導入する。施策評価の導入によ
り，事務事業の相対評価が可能となり
効果的で効率的な行政運営が図れると
ともに，総合計画の進行管理が行え
る。

・5-6月
第4次鈴鹿市総合計画にて設定された施策項目のう
ち53施策項目を対象に施策評価を試行実施 （事務
事業についても従来同様全事務事業（860事業）を
対象に評価を実施）
・6-11月
事務局による評価シート内容の確認及び原課との
調整
・10月
　システム案の検証を目的としたアドバイザー（公認
会計士）による評価シート内容に基づくヒアリングの
実施
・1月
関係課にて構成する検討会議においてシステム案
の決定
・2月
政策幹部会議にてシステム案了承。
事務事業評価実施結果を市ホームページ等にて公
表

・5月
事務事業及び単位施策評価実施説明会の開催
・6月
事務事業及び単位施策評価シートの作成記入
・7月
事務事業及び単位施策評価シート内容の確認及び
原課との調整
・9-12月
システムの運用推進及び改善のための研修会や検
討会議の開催（研修会：9月下旪に1回開催，会議9
月-12月にかけて4回開催）
・11月
 評価結果を市ホームページ等にて公表。 システム
の運用状況（評価結果の活用度合い）及び課題抽
出のためのアンケート調査の実施
・2-4月
次年度（18年度実施事業）分事務事業評価実施（評
価シートの作成記入）

・引き続き行政評価システムの運用推進を行いつ
つ，システム機能をさらに高めるために，以下の関
連業務との整合を図る。
・実施計画事業，予算事業，評価事業それぞれの事
業単位の整合。
・平成19年2月に鈴鹿市行財政改革推進委員会より
提出された「鈴鹿市の補助金見直しにあたっての提
言」との整合。
・19年度に策定が予定されている「鈴鹿市戦略計
画」との整合。 △600

(△3,713)

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

1



18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

1-3-4 24
早期
17-19

勤労青尐年ホーム
の指定管理者制度
の導入

　業務のより一層の充実，経費削減を
図るため，平成19年度より指定管理者
制度に移行する。

　指定管理者制度の実施に向けての調査をはじめ，
講座講師等へ制度の導入に向けて問題点を洗い出
した結果，青尐年ホームのより一層の効果的・効率
的な運営には，青尐年ホームそのもののあり方を見
直す必要があると判断した。

・複合施設化のための改修工事を実施し，平成19年
3月19日にて完成。
・3月定例会にて鈴鹿市勤労青尐年ホーム条例の全
部改正を上程し議決を得る。
・平成19年度よりの正職員2名の勤労青尐年ホーム
よりの引き上げに対応するため，嘱託職員1名を
H19.4.1付で採用する。
・鈴鹿市勤労青尐年ホーム条例施行規則の改正手
続きを完了する。

・年間を通じて子育て支援事業開始後の，勤労青尐
年ホームの運営状況の把握に努め実施状況を勘案
のうえ，指定管理者制度導入の可否の検討を行う。
・平成19年5月5日より施設の愛称募集を行い名称を
決定する。
・子育て支援事業実施に向けて，子育て支援課・子
育て支援関係団体との協議を継続して実施予定。
・平成19年5月20日より子育て関係団体の利用登録
団体の受付け開始予定。
・平成19年6月１日より子育て支援事業を開始する。

　平成19年度よりの指
定管理者制度の導入
を取り止め，平成19年
度から複合施設化を
行いより効率効果的
な運営を図る。指定管
理者制度の導入につ
いては平成19年度の
複合施設化後の運営
状況を把握したのち，
再検討する。

4 産業政策課

1-3-5 25
早期
17-18

不燃物リサイクルセ
ンター2期事業への
ＰＦＩ導入可能性の検
討

　2期事業建設にあたり，民間委託する
ことにより経費の削減・市民サービス向
上が期待できるか平成18年度中にPFI
導入について検討する。

　ＰＦＩ導入可能性の調査。 　平成17年度に実施したＰＦＩ導入可能性調査の報
告書をもとに，5月のＰＦＩ推進委員会，6月の政策幹
部会議にてＰＦＩ導入が決定された。

・Ｈ19.7　入札公告
・Ｈ19.12　落札者決定
・Ｈ20.1　仮契約
・Ｈ20.3　本契約
・Ｈ20.4～　施設の設計・建設
・Ｈ22.3　　容器包装リサイクル施設完成
・Ｈ22.4～　施設の維持管理・運営
・Ｈ23.3　　不燃・粗大ごみ処理施設完成
・Ｈ26.3　　最終処分場完成
・Ｈ41.3　　維持管理・運営終了（ＰＦＩ事業終了）

2 開発整備課

1-3-6 26
早期
17-18

神戸・平田野中学校
移転施設整備へのＰ
ＦＩ導入可能性の検
討

　両校の移転に伴う施設整備につい
て，平成18年度中にＰＦＩ導入の可否を
検討する。

　ＰＦＩ手法導入の可否を検討するため，導入可能性
調査を実施した。

　ＰＦＩ導入可能性調査の結果，財政負担の平準化
効果やＶＦＭの低さ等からＰＦＩ適合性は「低い」と判
断し，従来手法で施設整備することを決定した。
最終決定に至るまでの経緯は次のとおりである。
・4月26日　委託業務の完了に伴ない「ＰＦＩ導入可能
性調査結果」を受けて，教育委員会事務局内で協議
した結果，　「ＰＦＩ手法を導入しない」ことを決定し
た。
・4月27日　教育委員会4月定例会に報告。
・5月19日　ＰＦＩ導入可能性調査結果をＰＦＩ推進委員
会に報告後，審査結果について受理。
・6月　5日　政策幹部会議に付議し，市として「ＰＦＩ手
法を導入しない」ことを決定した。
・6月27日　文教福祉委員会報告を経て，全員協議
会へ報告。

【参考】従来工法のスケジュール
《神戸中学校》
・平成19年度　　　　　　基本設計・実施設計
・平成20～21年度　　　建築工事
・平成22年度　　　　　　供用開始
《平田野中学校》
・平成21年度　　　　　　基本設計
・平成22年度　　　　　　実施設計
・平成23～24年度　　　建築工事
・平成25年度　　　　　　供用開始

2 教育総務課

1-3-7 27
長期
17～

学校給食調理のセ
ンター化及び民間委
託・民営化の検討

　効率的な運営を図るため，単独校方
式を共同調理方式へと移行していく中
で，民間委託・民営化も検討していく。
平成20年度に飯野給食センターを建て
替えして平成27年度までに第２期セン
ターを建設する。

　第1期給食センターとして，飯野給食センターの建
替えに向けて，庁内検討委員会を設置し協議を重ね
た。

　 ドライシステムにおける給食センター建設につい
ては，作業動線が最も重要であることから，建築設
計業務に協力してもらえる厨房機器メーカーの選定
をするとともに，建築設計業者の選定を行った。
　建築設計業者と厨房機器メーカーが協力しなが
ら，建築設計（実施設計）の年度末完了を進めてき
たが，設計の中で詳細部分の協議調整に時間を費
やしたため，平成19年5月末日までの工期延長（2ヶ
月間）になった。
　給食調理員（正規・再任用）の退職者補充につい
ては，正規職員のほか再任用職員や嘱託職員を採
用することで対応している。

・平成19年度から建築工事に着工し，平成20年9月
に供用開始する。
・民間委託への取り組み　※19年度～27年度
　給食調理員の退職が数年間で正規職員の1/3程
度見込まれるため，退職者補充は，再任用職員や
嘱託職員等を採用しながら，正規職員数を調整し，
第2期センターの民間委託を図る。民間委託の調査
研究。

　建築設計（実施設
計）が2ヶ月間工期延
長になったため。ただ
し，予定している供用
開始日に影響はな
い。

3 教育総務課
学校教育課

1-3-8 28
長期
17～

公立保育所の民間
委託・民営化の検討

　平成20年度中に，官民保育所のあり
方を検討して，民間保育所でできる部
分は民間に任せて，公立保育所は民間
保育所の補完的な役割を中心にする。

公立保育所の民間委託・民営化に係る全国的な動
向を調査。

・東京都港区，三鷹市，伊丹市など，他市区の動向
及び事例検討を行った。
・それらを参考にして，市内の公立保育所２箇所（大
規模園，小規模園）をモデルとして，民営化による
　経費変動の試算を行った。
・民営化を検討する体制として，庁内内部委員会及
び外部委員会のメンバーの素案を作成した。

・5月以降
内部委員会及び外部委員会の開催（9月頃までにそ
れぞれ４～５回開催）
・9月
外部委員会より答申
・10月
民営化の具体案について庁内意思決定。　同時に
関係機関，保護者等への説明 議会協議
・平成20年度以降
作業着手
・平成21年度以降
民営化

2 子育て支援課
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO
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改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

1-3-9 29
早期
18-19

官民境界確認業務
の民間委託への検
討

　平成19年度中に，官民境界の確認業
務について，民間に任せた方が経費の
削減を図ることができるか，また，市民
サービスの向上が期待できるか等につ
き，詳細に検討する。

　境界確認業務の民間委託を行っている先進地を
視察し，土地境界，委託先の状況及び実際の境界
確認業務内容等について本市との比較を行った。
三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会及び三
重県土地家屋調査士会と委託について協議した。

　委託することを予定している市の状況把握と本市
の境界確認業務に合う委託方法を検討する。

2 土木総務課

1-3-10 30
中期
17-20

大規模な公園の民
間委託

　大規模な都市公園の維持管理につい
て，段階的に指定管理者制度の導入を
図っていく。

　指定管理者制度の導入に向け，他市の状況を調
査するなど，その基本的な検討を実施した。

　調査検討の結果，制度を導入する2公園を選定(鈴
鹿フラワ－パ-ク，江島総合スポ－ツ公園）した。所
管が他部署に亘るため3施設については今後総務
課と協議することとなった。

　平成18年度の決定を受け更に検討を進め，2公園
の平成20年度制度導入とともに，残る3公園につい
ても総務課と協議を重ね平成22年度の導入図る。

2 市街地整備課

1-3-11 31
中期
17-20

水田協議会のＪＡ鈴
鹿への移管

　水田協議会は，国により決定された
行政ルートの配分がなくても，農業者や
農協など農業者団体が地域の販売戦
略に基づき自主的・主体的に需給調整
するものです。平成20年度より，同会事
務局をＪＡ鈴鹿に移管する。

・1月13日　幹事会
平成19年度地区協議会別米の生産目標数量の配
分の検討及び産地づくり計画実施方針及び新たな
組織づくり等の検討等
・協議会通常総会
県通知を受け、平成18年度地区協議会別米の生産
目標数量の配分の決定，平成18年度産地づくり計
画実施方針の決定等(水田協議会)

・10月5日にJA鈴鹿にて集団転作説明会を開催し，
今年度から転作面積の配分をJAから実施してもらう
旨，周知
・12月26日にJA鈴鹿大会議室にて鈴鹿市水田協議
会幹事会を開催し，JAの今後の関わりについて討
議
・3月2日にJA鈴鹿と事務の移管についての話し合
い
・3月15日に亀山市と事務の移管についての話し合
い
・3月31日付けにてJA鈴鹿会議室に鈴鹿市及び亀
山市の電算機を配備運用

JA側と細部に渡り協議を重ねていく。   国における方針が平
成22年度を目処とす
べく方針を変更された
ため。
（実施年度を22年度と
する。）

3 農林水産課

1-3-12 32
早期
17-19

防火管理者資格取
得講習会の民間委
託

　経費削減を図るため平成19年度から
民間団体に委託する。

　受託先は，日本防火協会となるが，各種会議の中
で消防本部の足並み及び三重県消防設備保守協
会に窓口業務の依頼要請を行った。

　防火管理に関する講習会を行う機関として指定を
受けた，日本防火協会に委託することにより，予防
査察行政の充実が図られる。業務委託については，
日本消防協会へ三重県消防設備保守協会を通じて
交渉を行い19年度から業務委託の了承を得た。

　業務契約の委託は，19年度から実施し，講習会実
施については，8月頃に予定しているが，日本消防
協会によると10月頃の予定である。実施場所と日程
の調整を行いながら進めていきたいと考えている。 2 予防課

1-4-1 4
長期
18-21

成人式の簡素化

　成人式の式典のみ行政で実施し，そ
れ以外のイベント部分を成人式実行委
員会に委ねる。行政は成人式実行委員
会に1時間程度の会場使用権を提供
し，そのイベント部分に対する補助金を
交付する。

　式典の進行や式典に伴うイベント等については，
実行委員会が主体となって実施した。
　会場の案内等については，各社会教育関係団体
等の協力を得て，市の関与を減尐させることに努め
た。　職員動員数（平成19年成人式29人前年度に比
べて5人減）

新成人等で構成する実行委員会に対して，イベント
の企画，運営を委ねる。

2 生涯学習課

1-4-2 5
中期
18-20

公立保育所の定員
適正化

　10箇所（定員1,240人）の公立保育所
を，地域の子育て支援の拠点施設とし
て活用するためにも，平成20年度まで
に，通所児童の定員を100人削減し，そ
の削減分については民間保育所で保
育を実施する。

　19年度当初の入所申込状況や，今後の見込等を
踏まえて検討した結果，合川・深伊沢保育所の定員
を90名から80名に削減，一ノ宮保育所の定員を80
名から100名に増員することとした。

19年度，20年度（4月～9月）
定員削減の対象園及び削減数を検討・決定

4 子育て支援課

1-4-3 6
早期
17-18

一人親家庭の記念
品贈呈の廃止

　一人親家庭の小学校入学児童及び
中学校卒業生徒に記念品を贈呈してい
るが，一人親家庭児童の経済的支援は
児童扶養手当等で行っているため平成
18年度より廃止の方向で検討する。

・4月
前年度の実施状況確認，今後の配布方法など事業
の課題を検討
・10月
廃止の決定
・3月
母子福祉団体である母子寡婦福祉会に廃止の意向
を伝えた。

　18年度から廃止した。また，母子寡婦福祉会の総
会・理事会を通じて会員への周知を図るとともに，
制度廃止の記事を広報に掲載した。

967 2 子育て支援課

1-4-4 7
中期
18-20

道路の用地取得方
法の見直し

　道路改良事業の用地取得の基準は
原則改良後の有効幅員により，寄付と
買収に分かれている。幅員5.5Ｍ以上の
用地は全面積を買収していたが，幅員
4Ｍの部分については平成20年度より
寄付扱いとする。

　平成18年9月～11月の間に他市で調査をした，道
路用地の取得状況を一覧にまとめた。
　また，行革資料（案）の作成及び，補償の基準（案）
を図面化した資料を作成し，建築指導課・道路整備
課・道路用地課3課の事務担当者レベルが集まり，
協議を行った。

　当初の予定では，19年度において地元への周知を
行い，20年から実施する予定であったが，さらに19
年度において建築指導課・道路整備課・道路用地課
と問題点の調整を行い，その上で地元への周知を
徹底する必要がある。

　20年度から用地取
得方法の見直しを実
施する予定であった
が，建築指導課・道路
整備課・道路用地課と
の協議がさらに必要と
なったため。
（実施年度を21年度と
する）

3 道路整備課
道路用地課

1-4-5 8
早期
17-18

料金事務電算システ
ムの更新及び検針
法人委託

　電算システムの更新とこれを一体化し
たソフトを併せ持つ多機能ハンディ機器
を導入すること。また，検針業務を法人
委託することにより，料金委託業務の
効率化を図る。

　受託業者と業務内容について打ち合わせを行い、
その結果に基づき、新電算システムの構築・導入を
行った。3月には、スムーズな移行を図るため、旧電
算システムと新電算システムを平行稼動した。
　18年度4月から検針業務を水道局直営から法人へ
委託すること及びそれに伴ないハンディーターミナ
ルを導入しての検針になることの説明会を検針員を
集めて行った。

4月～
・委託した法人によりハンディーターミナルを100％
導入しての検針業務開始。
・新電算システムを用いた全面的な水道料金事務開
始。

  平成18年度において改革実施完了。改革実施完
了後も順調に業務は進んでいる。

5,907 2 営業課
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1-4-6 9
長期
17～

公立幼稚園の効率
化

　尐子化や保育ニーズの変化により園
児の確保が困難となっている。また，施
設の老朽化による建て替え時期を迎え
る幼稚園において統廃合を講じるなど
私立幼稚園と連携しながら，4園の休園
を検討するなど公立幼稚園の適正規模
化を図る。

　来年度の幼稚園児募集の結果，希望者4名の幼稚
園が発生したため，18年度は休園措置を講じるとと
もに市立幼稚園の休園基準を定めた。
【休園基準】
　園児募集対象年度における募集の結果，入園希
望者が15名に満たない時は当該年度は休園とす
る。ただし，入園希望者が，15名未満であっても当
該園の存する小学校区の対象幼児数（母数）が尐な
い地域にあっては，その実情に鑑み，当分の間10名
程度であれば開園する。

・園児募集時における希望者15名を休園基準と定
め，希望者が4名であった幼稚園を休園とした。
・子育て支援課との連携を強化するため，子育て支
援課を含めた庁内検討委員会を設立した。
・庁内検討委員会において，「鈴鹿市幼稚園教育振
興計画」を見直し，新たな計画（素案）を作成
している。
・幼稚園の効率化対策の１つとして，幼・保の一体化
を検討するため，四日市市塩浜幼稚園（幼保一体化
施設）を視察した。
・幼稚園教諭が，保育所の保育内容にも理解を深め
るために，保育所保育の体験研修を実施した。

・平成19年度
外部委員を含めた検討委員会を設立し，計画（素
案）を基に協議を進める。上半期に小規模幼稚園の
対策案を固め，下半期に地元協議を進める。
・平成20年度
上半期には，新たな計画の策定を完了する。
・平成21年度
小規模幼稚園の統合等による計画の推進を図る。 2

教育総務課
学校教育課

指導課

1-4-7 10
中期
17-20

消防における嘱託職
員の採用

　応急手当普及講習の講師は主に消
防職員3名が1組となり指導をしている
が，今後は，嘱託職員を採用し応急手
当指導員とする。また，住宅防火の啓
発及び防災訓練指導についても同様と
する。

　応急手当指導員・普及員講習（普及員講習　7回
受講人数　170人･指導員講習　１回　6人）の指導者
の育成強化を行い応急手当の普及啓発を図ると共
に住宅防火，自主防災隊及び自治会の防災訓練を
効率的に推進するため嘱託員を委嘱する問題点等
を整理した。
【応急手当講習関係】 応急手当講習は218回　5,054
人が受講　前年よりも講習回数が32.9％増
【消防訓練関係】　自主防災隊及び自治会等の消防
訓練指導　91件　前年よりも指導回数24.6％増
【住宅防火関係】　企業及び集合住宅等の消防訓練
指導回数　51件　前年よりも13.3％増

　県下の嘱託職員の採用状況について調査を実施
し，嘱託職員を活用するため検討を行った。応急手
当講習は消防職員が中心となって指導しており，嘱
託員が単独に応急手当講習を実施する場合，応急
手当講習の事前準備を含め，増加する応急手当指
導の要望に対応できないことが調査の結果，明らか
になった。
　このことから自主防災隊及び自治会の消防訓練並
びに住宅防火を中心とした事業に見直したい。
住宅用火災警報器については設置促進のため広報
やアンケート調査を行った。

　嘱託職員又は再任用について方向性を整理して
採用に伴なう要綱などを準備し，平成20年度に嘱託
職員又は再任用職員を採用する。消防職員を含め
一般職員からも幅広く雇用する必要がある。

2
消防署
消防課
予防課

1-4-8 11
長期
18～

証明窓口の充実

　平成21年度までに土曜日・日曜日及
び休日にも利用できる窓口の検討を行
う。

　月2回17:15～19:00までの開設で検討を重ねたが，
近隣市町の時間外窓口の状況を調査した結果を踏
まえ，再度検討をすることとした。

　近隣市の状況も考慮に入れて，住民票の写し，戸
籍の謄抄本，印鑑証明書，税関係等の証明書交付
及び印鑑登録業務の毎週木曜日17:15～19:00まで
の開設の実施を目指し進めていく。

　土曜・日曜日及び休
日にも利用可能であ
る庁舎外での市民課
出先窓口サービスカ
ウンターの設置を協
議してきたが，費用対
効果の面から本庁舎
での時間外窓口の設
置を検討することと
し，毎週木曜日17:15
～19:00までの間の時
間外窓口の開設とし
た。

3 市民課

1-4-9 41
長期
17～

土地開発公社の健
全化の推進

　鈴鹿市土地開発公社について経営の
健全化を推進する。

　借入金の入札による支払利息の軽減を行った。平
成15年度より,借入金を約4分の1ずつ入札へと移行
させており,平成17年度はその3年度目である。

　鈴鹿市（取得依頼課）に「公社保有地利用計画調
査」を行い，現時点の各用地の利用計画（用途）の
確認と問題点の把握を行い，取得依頼課と土地開
発公社双方が各用地について一応の共通認識を持
つことができた。
　公社経営健全化にむけて，財政当局と第1回目の
協議を行ったが，方向性を得るまでには至らなかっ
た。
取得依頼課と協議を行ったが，問題点の把握等に
終始し，方向性を得るまでには至らなかった。
　借入金の入札による支払利息の軽減のため，平
成15年度より，借入金を約4分の１ずつ入札へと移
行させてきたが平成19年3月末借入で全額入札へ
移行した。

　前年度の調査結果を基に各保有地について問題
点の分析と整理を行い, 鈴鹿市と協議を重ねながら,
公社経営健全化にむけての方向性を検討する。

2 管財営繕課

1-4-10 42
長期
17～

外郭団体の統廃合
及び業務の整理合
理化等の検討

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討
する。
①財団法人鈴鹿市事業管理公社

　地方自治法の改正（平成15年9月2日施行）により,
多様化する住民ニーズにより効果的，効率的に対応
するため，公の施設の管理運営に民間の能力を活
用しつつ，住民サービスの向上を図るとともに，経費
の節減等を図ることを目的とし,従来の「管理委託制
度」に代わる「指定管理者制度」が設けられた。
　鈴鹿市事業管理公社についても,指定管理者とし
て応募し,平成18年度より,労働福祉会館,石垣池公
園運動施設,農村環境改善ｾﾝﾀｰ,西部体育館,伝統
産業会館及び白子駅東有料自転車駐車場の指定
管理者に指定された。

　第三セクターの運営指導監督等に当たっては，｢第
三セクターに関する指針」（平成15年12月12日付自
治財政局長通知）により事務を行っているが，「簡素
で効率的な政府を実現するための行政改革の推進
に関する法律」（平成18年法律第47号）が成18年6
月2日に施行されたことに伴い，事業管理公社につ
いて，その職員数及び給与に関する情報を平成19
年3月に公開した。

　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」(平成18年7月7日閣議決定）や「地方公共団
体における行政改革の更なる推進のための指針」
（平成18年8月31日付総務事務次官通知）により，公
益法人における給与の点検・見直しや人件費抑制
に向けた取組について，指導監督していく。

2 管財営繕課

4



18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

1-4-10 42
長期
17～

外郭団体の統廃合
及び業務の整理合
理化等の検討

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討
する。
③財団法人鈴鹿市文化振興事業団

　指定管理者制度への移行を想定した，文化施設
（市民会館，文化会館）の大規模改修工事を実施す
るため，施設の管理運営業務を文化振興事業団へ
の委託から市の直営に戻すための準備を行った。

　文化施設（市民会館，文化会館）については予定
どおり大規模改修工事を実施した。
　また，文化振興事業団のあり方については，文化
事業の実施体制について再検討し，平成19年度に
機構を見直すための準備を行った。

　平成19年度に，文化振興事業団との関係におい
て，文化事業実施体制の見直しを行うとともに，今後
の指定管理者制度の導入を見据え，事業団の組織
の見直しについて検討を行う。 2 文化課

1-5-1 12
早期
17-18

職員の出退勤システ
ムの導入

　庁内ランを活用した職員の出退勤シ
ステムを導入し，休暇取得日数，時間
外勤務手当等の集計・支給事務を効率
化し，庶務事務の軽減を図る。これに伴
ない，職員の休暇取得状況，時間外勤
務状況等がリアルタイムに把握でき，
自己管理及び所属長の職場マネージメ
ントが一層的確に行える。

　17年度にシステム開発の業者決定を行い，18年４
月１日から一部の交代勤務職場及び学校等を除い
て，出退勤システムを導入した。
　その目的は，休暇取得日数，時間外勤務時間等
の集計事務の効率化と間違いの防止により，各所
属での庶務事務担当者，人事課担当者の労務軽減
を図るとともに，所属長が休暇取得日数，時間外勤
務時間数をリアルタイムで把握することにより，心身
の健康管理面，業務進捗状況把握面において，部
下職員のマネージメントを一層的確に行うこととして
いる。18年度以降の運用を適確に行うことにより，具
体的な効果の発現を期待している。

・4月以降
出退勤システムの定着に向けて的確な運用の指導
を行った。出先職場等での入力業務の負担軽減等
の検討を行った。
・8月
給与明細書の画面表示を行うことにより，紙印刷を
廃止して経費節減を図った。年間を通じて，年次有
給休暇繰越日数の計算と時間外勤務実績の集計・
報告事務の軽減を図り，その時間を他の業務遂行
の時間に充てることができた。

　保育所等の出先職場での一括入力システムの改
善を行う。
　年間を通じて，システムの的確な運用を指導する
とともに，計画的な休暇取得の推進，時間外勤務の
適正管理等への活用を図る。

3,395 2 人事課

1-5-2 13
長期
17～

情報システムのオー
プン化

　レガシーシステムをオープンシステム
に移行し，平成22年度までに年間経費
を40％削減する。

・新財務会計システム
　予算系システム及び執行系システムの構築
　予算系システム運用開始

・新総合住民情報システム
　18年6月　システム設計業者の決定
　19年3月　システム詳細設計
・新財務会計システム
　18年4月　執行系システム運用開始
　18年4月　決算系システム一部運用開始

・新総合住民情報システム
　19年5月　システム構築の発注
　19年6月　サーバ機器等リース
　20年1月　システム運用開始
・新財務会計システム
　19年6月　決算系システム構築完了

2 市政情報課

1-5-3 14
長期
17-20

公用車の維持管理
の見直し

　現在の各所管課管理の公用車のう
ち，業務に必要な所管管理車両を除
き，集中管理車両として稼働率の向上
を図り，公用車の台数を平成20年度ま
でに10％削減する。

　17年度については,公用車集中管理に係る素案は
未完成であったが,公用車使用頻度の尐ない課の車
両を平成18年度管財営繕課集中管理車両とし,使用
頻度の向上を図った。

5月　庁内ＬＡＮ「施設予約」による公用車予約の周
知徹底
8月　公用車使用状況調査の実施
9月　各課車両対応予算調べ
10月　平成19年度予算要望時における公用車更新
車両の要望課ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施
3月　各部主管課に部内車両集中管理の詳細説明

H18.4.1集中管理可能車両117台+専用業務車両18
台=本庁管理公用車135台
年度末集中管理可能車両117台+専用業務車両19
台=本庁管理公用車136台
  ※今年度新規購入車両-廃車＝-2台であったが,
企業及び個人よりの寄附行為による車両3台増によ
り,差引本庁管理公用車総数は1台増となった。

　部内にて公用車車両主管課を配置し,部内集中管
理車両の管理を行う。
　各部に公用車削減目標台数を周知し,年度内にて
の目標達成を目指す。

本庁関係公用車削減目標台数＝20台

2 管財営繕課

市民対話課
長期
17～

421-4-10

　上半期を目処に移転先を決定し，移転経費につき
平成20年度の予算要求をする予定。
　新しいスタッフにより，平成18年度の事業の評価を
行いながら検討する。
　統廃合か独立存続が良いかを各方面から検討。

2

　市民会館旧共済組合事務所を移転先として協議を
進めていたが，所管課において利用計画があり，協
議が整わず断念。　市庁舎近隣のビル，ショッピング
センターに打診するも協議整わず。
　土・日の事務所開設などを考慮した人員体制，補
助金依存財務からの脱却，ボランティアの会の再構
築などこれからの国際交流協会のあり方について協
議を開始するも，昨年末に国際交流協会スタッフの
入れ代わりなどがあり，市が全面的にバックアップ
し，できる限り の範囲で通常業務を遂行するに留ま
る。19年度の人員体制は確保できたが，事務改善
等は今後の課題として残る。
　統廃合については長期的な検討とする。（Ｈ18．6
月に「公益法人制度改革関連三法案」が交付され，
2年6ヶ月以内に施行される。また，施行の日から5年
以内に「公益財団」か「一般財団」への移行を認定・
認可申請する必要があり，申請をしなければ解散と
なる。したがって，この移行申請の時期を捉えて事
業展開を含め，将来の姿を検討したい。）

・他市の国際交流協会の実情調査
・事務所移転候補地調査

　外郭団体の経営の安定と業務の効率
化を図るため，組織，業務のあり方を見
直し，統廃合及び業務の合理化を検討
する。
②財団法人鈴鹿国際交流協会

外郭団体の統廃合
及び業務の整理合
理化等の検討

5



18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

1-5-4 15
早期
17-18

屋外広告物簡易除
去事務の嘱託委任
及び民間委託

　市独自の景観条例を制定し景観行政
団体と成るべく，人員の集中投資を行
う。正規職員で行っている除去作業を
嘱託職員及び民間委託（シルバー人材
センター等）で行う。

　専門性の高い嘱託職員の該当がなかった為，17
年度の嘱託職員は見送りとなった。
暫定的に正規職員1名とシルバー人材センターの者
による除却作業を行った。

　シルバー人材センターからの派遣員を雇用しての
簡易除却作業は計画どおり行われたものの，嘱託
職員の採用には至らなかった。
 　関係各方面に紹介の要請を行うなど募集努力を
続けているが，応募がない状況である。

　引き続き　シルバー人材センターからの派遣員を
使っての簡易除却作業は続ける。法令の知識のあ
る専門性の高い嘱託職員を雇用をめざす。

　嘱託職員の雇用に
至らなかった。
（実施年度を19年度と
する） 3 都市計画課

1-5-5 16
中期
18-20

学校事務嘱託職員
のパート化

　本来，県の事務である学校事務は県
費の事務職員が配置されている。中学
校については規模が大きいことから市
費の事務職員を別途配置している。県
では学校事務の効率化を図るため，事
務の共同実施を進めており，市もこれ
に合わせ平成20年度に8人の嘱託職員
をパート職員に切り替える。

　学校事務の共同実施の本格導入に合わせ，専決
事項を定め共同実施グループごとに専決権者を置く
ための規定整備を行い，一層効率化に努め，市加
配の嘱託事務職員のパート化に向けた条件整備を
進めた。

・平成19年度
中学校校長会に説明
学校事務嘱託職員に説明会
平成20年度予算に反映
・平成20年度
8人の嘱託職員をパート職員に切り替える。 2 教育総務課

1-5-6 17
長期
17～

消防車両の更新時
期の見直し及び車
両・資機材の再利用

　消防分団車両の更新計画の見直しと
積載資機材の再利用を図り，更新経費
の削減を推進する。さらに車両の再利
用として，ＮＯＸ・ＰＭ法による更新は，
他市で使用が可能であり，リサイクルで
使用することが望ましいことからも売却
して歳入に充てる。

　NOxPM法に伴う車両更新で，救急啓発車,363,495
円・ハイエース221,550円の合計584,745の売却歳入
とした｡また，救急車の更新に際し，自動心臓マッ
サージ機190万円とショックパンツ26万円の載せ替
えを行い，216万円の削減を行った｡

　消防ポンプ車（東分署)，災害対応特殊救急車（北
分署），指揮車（本署），消防団白子分団・天名分団
の小型動力ポンプ付積載車を更新した｡車両更新に
ついては，特段の形式変更はない。指揮車の廃車
後の用途については売却を考えていたが，県消防
学校からの教材としての寄付要望があったので譲る
ことにした｡

　水槽付ポンプ車（本署），ポンプ車（南分署），災害
対応特殊救急車（西分署），消防団稲生分団・井田
川分団の車両を更新する｡消防車・災害対応特殊救
急車については，従前から実施している，資機材の
再利用化に取り組む｡

6,905
（2,745） 2 消防課

1-5-7 18
長期
17～

公用車の保有減数
の見直し及び排気
量の軽減化

　消防本部・消防署で使用している公
用車両の見直しを図り，保有車両の減
数を図るとともに，緊急車両以外の公
用車について，排気量の削減に努め
る。

 　ＮＯｘＰＭ法により廃車とした救急啓発車は，排気
量の大きなマイクロバスタイプであったが，その代替
として多機能なワゴン車とし，運用経費の削減に努
めた｡

　18年度の当初計画には登載されていなかったが，
予防課で保有する予防Ｇ，査察指導Ｇの両車両は，
計画更新年度ではないが，後部座席ドアの開閉不
能，エアコンの全老朽化などにより，更新年度と修
理費用を比較した場合，修理費用が増大し，新たに
車両更新した方が，経済的優位と判断し，残執行予
算で，普通車から軽ワンボックス車に変更し，且つ
緊急走行可能車両とした｡

　19年度には，危険物Ｇが管理する車両1台を，普
通車から軽ワンボックス車とし，緊急走行可能車とし
て更新する｡

3,000 2 消防課

2-1-1 43
長期
17～

使用料，手数料等の
見直し

　各種施設の使用料，事務手数料，負
担金などの受益者負担について，適正
な金額設定かどうかの検証を行い，負
担の適正化を行う。

　毎年度の予算編成作業を通じて，各種の使用料，
手数料等の受益者負担の見直しを行うものとしてお
り，各部課において，個別に検討を行った上で，適
正化を図っている。

　平成19年度予算においては，骨格予算を編成した
こともあり，使用料等については，具体的な改正事
例はなかった。

　毎年度の予算編成作業を通じて，各種の使用料，
手数料等の受益者負担の見直しを行うものとしてお
り，各部課において，個別に検討を行った上で，適
正化を図る。予算編成説明会等で使用料，手数料
等の適正化を行うよう周知徹底する。

3 財政課

2-1-2 44
中期
18-20

住民票の写し及びそ
の他証明書交付手
数料の見直し

　特定の市民に提供するサービスの対
価である手数料は昭和57年4月に見直
し以来，改正していないため，平成20年
度を目処に，近隣市町村と歩調を合わ
せ改正する。

　平成19年3月に他市の状況把握を行ったところ，合
併した自治体において手数料の引下げを行ったとこ
ろもあり，手数料の見直しは見合わせた。

　前回の調査時点と比較して，他市においては合併
の実施に伴い手数料の引下げを行っていることか
ら，手数料の見直しをすることは難しいため，他市の
動向を見ながら手数料の額について検討したい。 4 市民課

2-1-3 45
早期
17-19

保育料の見直し

　平成13年度に前回改正。定率減税の
縮減など税制改革の行方は保育料算
定にも影響を及ぼすので，その動向を
見据えつつ保育料の適正化を検討し平
成19年度より実施する。

　税制改革の動向の調査・研究。 　平成18年分所得税の定率減税縮減に伴い，同じ
所得税額であれば税率縮減前後で同じ保育料にな
るように，19年度の保育所徴収金基準額表の改正
案が，19年3月に国から示された。
　さらに，保育料の多子軽減について，その対象を
拡大することとされ，同様に保育所徴収金基準額表
の備考として改正案が示された。

【19年度】
　定率減税縮減に関しては，国の保育所徴収金基
準額表の改正案の決定後，本市の保育料徴収金算
定額表を改正し同じ所得税額であれば同じ保育料と
なるよう措置する。多子軽減についても同様に，国
改正案の決定後，これに準じた措置を講じる。税源
移譲に伴う税率変更に関しては，その内容の調査・
研究を踏まえ，内容が判明後，本市の保育料徴収
金算定額表を改正する。
【20年度】
　改正後の保育料徴収金算定額表に基づく保育料
の徴収を実施。

定率減税縮減，多子
軽減対象拡大の，国
施策変更に伴なう保
育料見直しを19年度
に実施し，さらに，税
源移譲に伴う税率変
更も踏まえて保育料
算定額表を見直すた
め，平成20年度に本
来の保育料適正化を
実施することとする。
（実施年度を20年度と
する。）

4 子育て支援課
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

2-1-4 46
早期
18-19

建築行政に係る手
数料の見直し

　建築行政に係る各種手数料について
適正な負担になっているか検証し，必
要に応じて手数料条例の改正を行う。

　建築基準法改正に伴う構造計算適合性判定に係
る手数料を新設した。（手数料条例改正済み：19.4.1
施行）既存の建築行政に関する手数料については，
三重県特定行政庁会議で，事務処理時間等の検証
を行い手数料改定の検討を行った。
　建築基準法の改正に伴って確認審査等に関する
指針(案）が平成19年3月に示されたが，指針(案）に
よると審査等の業務が増大する可能性がある。当該
指針に基づき業務を実施した場合における業務に
かかる処理時間等の検証が必要なため，既存の手
数料の改定については，平成18年度中の実施は見
送った。

　三重県特定行政庁会議において指針に基づいて，
業務にかかる処理時間等の検証を行い，手数料改
定の検討を行う。

2 建築指導課

2-2-2 48
長期
17～

市有財産の活用等
の検討

　具体的な利用計画のない土地や不要
となった資産については，有効な活用
を検討するとともに民間等への売却を
図る。

普通財産（土地）について，企業・自治会（４者）に売
却。売却額 25,497,800円
公用車（2台）売却 1,005,000円

普通財産（土地）について，企業・個人（7者）に売
却。　売却額 27,570,994円
公用車3台を売却。　売却額 1,874,775円

　具体的な利用計画のない土地や不要となった資産
については，有効な活用を検討するとともに民間等
への売却を図る。 29,446

（26,548） 2 管財営繕課

2-3-1 49
早期
17-18

最適補助制度の活
用

　現在，金沢川上流域の浸水対策とし
て準用河川改修事業を進めているが，
一部を同事業から下水道事業へ変更
することにより，以下の2点において財
源確保が有利となる。
　①補助率が，1/3から1/2に向上す
る。
　②国全体での予算配分額が大きく，
年度あたり補助金額の増額が見込め
る。

・関係上位部局との調整
・準用河川改修事業から下水道事業への変更に関
する内部調整

・4月～11月　事業認可設計図書の作成及び基本設
計による諸元値の整理
・3月5日～3月26日事業認可図書縦覧
・3月30日事業変更認可申請（都計法・下水道法）

・4月下旪　事業変更許可日に合わせ準用河川廃止
公告

2 下水建設課

2-3-2 50
早期
17-18

補助金の見直し

　各種補助金の新設，休廃止，見直し
等を行うにあたり，外部の意見を取り入
れることにより，より適正な補助金のあ
り方を定める。

・3月
鈴鹿市行財政改革推進委員会において，補助金見
直しに向けての第1回検討委員会を開催。補助金の
現状等の説明。

　補助金の見直しについて，鈴鹿市行財政改革推進
委員会で，下記のとおり審議を行った。
・5月  平成18年度予算計上済みの補助金一覧表に
基づく状況等の把握
・7月  3課の具体例により，取組み，内容等の聴取
・9月  他市の事例を参考に補助金見直しの方向性
の検討
・12月 補助金見直しにあたっての提言についての
意見調整
・1月  補助金見直しにあたっての提言（案）の決定
・2月  市長に「鈴鹿市の補助金見直しにあたっての
提言」を提出

　「鈴鹿市の補助金見直しにあたっての提言」を基に
見直し作業を進める。

　提言の素案づくりを
中心に審議が行わ
れ，具体の基準づくり
まで至らなかったた
め，計画期間を延長
するものである。
（実施年度を19年度と
する）

△134
（△36） 3 財政課

2-3-3 51
長期
17～

鈴鹿市文化振興事
業団への補助金の
見直し

　継続事業の洗い出しを行い，効果が
低い事業の中止・廃止を行って市民が
望む新たな事業等を企画する。

　事業の見直しにより，3,322千円の補助金の削減を
行った。

　文化振興事業団の前年度繰越金保有状況に鑑
み，19年度予算案において前年度より20％減額し，
自主財源による経営の自立化を進めた。

　市との関係において補助金による事業実施から事
業委託契約による事業実施に転換し，企業経営の
体質改善を図る。
　文化振興事業補助金交付要綱を新たに策定した
ので，それに基づき補助金の申請根拠及び使途等
をより明確にし，補助金の透明化を図る。

6,804
（3,322） 2 文化課

納税課

・当初納税通知書（市県民税，固定資産･都市計画
税，国民健康保険税）に口座振替依頼書を添付・同
封している。
・口座振替依頼書を課内はもとより，市内金融機
関，各地区市民センターに常置している。
・広報の「今月の納税」欄で毎月ＰＲしており，広報
（4/5号）やホームページ（常時）に納期一覧表を掲
載している。
・5，10，12，3月の休日窓口及び毎月末の2日間の
夜間窓口の開設を実施している。
・悪質滞納者においては，預金や給与等の滞納処
分を執行し，公平性を保つよう努めている。
・平成17年度　市税の現年度収納率97.85％

　18年度まで実施してきた上記項目を引き続き継続
していくとともに，滞納処分の強化及びインターネッ
ト公売のノウハウを得るための研修にも積極的に参
加する。

19,892
（15,861）

・当初納税通知書（市県民税，固定資産･都市計画
税，国民健康保険税）に口座振替依頼書を添付・同
封した。
・口座振替依頼書を課内はもとより，市内金融機
関，各地区市民センターに常置している。
・広報の「今月の納税」欄で毎月ＰＲしており，広報
（4/5号）やホームページ（常時）に納期一覧表を掲
載した。また，本庁舎1階市民ロビーのテロッパーに
納期到来月毎に納期のお知らせや口座振替を促す
ＰＲを流した。
・5，10，12，3月の休日窓口及び毎月末の2日間の
夜間窓口の開設を実施した。
・悪質滞納者においては，預金や給与等の滞納処
分を執行し，公平性を保つよう努めた。
・滞納処分方法の範囲拡大を図った。
・インタ－ネット公売にも取り組むための研修（7・11
月）に参加。
・悪質滞納者について，三重地方税管理回収機構
への移管措置を継続し収納率向上に努めた。
・平成18年度　市税の現年度収納率97.88％

2-2-1

　口座振替等による自主納付・納期内
納付の啓発活動や休日・夜間窓口の開
設などを実施して利便性の向上を図る
とともに，税の公平性から滞納者に対し
て滞納処分を厳正に行う。
【現年度収納率平成20年度97.82％】

自主納付と滞納対
策

長期
17～

47 2
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

2-3-4 52
長期
17～

文化団体への補助
金の見直し

　団体の各分野への画一補助金を見直
し，各分野が行う事業の中で精査したも
のに対して事業補助を行う。

　事業の見直しにより，630千円の補助金の削減を
行った。

　事業補助への移行についての協議を進めた。 　文化振興事業補助金交付要綱を定め，補助金交
付申請の根拠及び使途等をより明確にし，補助金の
透明化を図る。 630

（630） 2 文化課

2-3-5 53
早期
17-18

身体障害者手帳交
付申請診断書料助
成金の廃止

　身体障害者が身体障害者手帳の交
付申請時に添付する診断書に要する費
用の一部を助成することにより，手続き
の負担を軽減し福祉の増進を図ること
を目的に平成4年度に創設された。しか
し，他の障害者手帳の交付申請時には
助成を行っていないこともあり公平性が
保たれていないなどから平成18年度よ
り廃止を検討する。

　平成17年度申請件数　676件，助成額　1,475,805
円。平成18年度より廃止することを決定し，広報す
ずかで周知を行った。

　本年度より廃止した。

1,476 2 障害福祉課

2-3-6 54
早期
17-18

社会見学の補助金
の廃止

　母子父子家庭小学生の激励会の目
的で，夏休み期間に「夏の集い」を実施
して会員相互の親睦と自助機能の向上
を図ってきたが，一部の家庭にしか支
援することができないこともあり平成18
年度より廃止の方向で検討する。

・8月
事業見直しのため，夏の集いに随行した。
・10月
事業について検討したが，母子福祉団体である鈴鹿
市母子寡婦福祉会と事業見直しについて継続して
検討していくこととした。

　参加者が公募して数日で定員オーバーとなりキャ
ンセル待ちの母子も多く見受けられるなどまだまだ
事業への関心の強さが感じられた。事業を再把握す
るため，夏の集いに随行し，母子家庭父子家庭を問
わず，子ども同士・親同士の交流や会員と役員，ま
た親子と行政との交流もあって，それぞれの集う場
として貴重な機会であることが再認識できた。
　事業の廃止については，母子寡婦福祉会役員を
始め会員に意向を十分に伝えることができなかっ
た。

　平成19年度は，事業を実施するが，小学生の激励
会の目的であるため，社会見学の補助金について
は，平成19年度限りとする。
　平成20年度に向けての廃止の伝達と今後の事業
についてともに協議し助言していく。

　母子福祉会と十分
協議して，理解を得る
必要があるため。
（実施年度を19年度と
する）

4 子育て支援課

2-3-7 55
早期
17-19

放課後児童健全育
成事業補助金の配
分方式への見直し

　現在15ヶ所で放課後児童健全育成事
業を実施している。公設から民設による
放課後児童クラブの新設を進めている
関係で，補助金運営費において民設民
営加算の割合が増加する傾向が認め
られるため，「鈴鹿市放課後児童健全
育成事業補助金交付要綱」において，
民設民営加算額を固定して配分方法を
採用し，軽減を図る。

・4月
放課後児童健全育成事業補助金交付要綱を県要綱
に基づき改正した。
・4月
各クラブへの周知
・10月
県要綱等を参考に適正化について検討した。
・3月
放課後児童健全育成事業補助金交付要綱改正の
準備をした。

　民設の各クラブを訪問して運営状況調査を実施し
たが，どこのクラブも運営状態が厳しくこれ以上補助
金を減額するとなると保護者負担の増額は免れない
状況である。
　このことから，当初民設加算額を固定して配分方
式を導入し，経費の削減を図ったが，対象クラブの
急増や健全な運営を考慮した結果，民設加算額を
95,000円減額するにとどまった。

　19年度の民設加算額も同額とするとともに，関係
部署との連携を強化して公共の遊休施設で利用で
きるところを把握し民設加算の削減に努める。

855 2 子育て支援課

2-3-8 56
早期
17-18

集団転作市単独補
助金の見直し

　転作作物における奨励金として，種子
代金，肥料代金，農薬代金を市費で助
成しているが，水田農業ビジョンに基づ
き，より高品質な転作作物の生産をめ
ざし，平成18年度より産地づくり推進交
付金を活用助成する。

・1月13日　幹事会
平成19年度地区協議会別米の生産目標数量の配
分の検討及び産地づくり計画実施方針及び新たな
組織づくり等の検討等
・協議会通常総会
県通知を受け、平成18年度地区協議会別米の生産
目標数量の配分の決定，平成18年度産地づくり計
画実施方針の決定等(水田協議会)

・新制度へ対応も含め、7月3日から10月11日まで断
続的に各地区にて説明会を開催
・10月5日にJA鈴鹿にて集団転作説明会を開催し、
制度を周知
・12月26日にJA鈴鹿大会議室にて鈴鹿市水田協議
会を開催
・1月23日から2月25日まで水田農業構造改革対策
地区別説明会を開催し、転作助成金の情報周知
・3月23日付けにて産地づくり交付金助成

　平成19年度から国による農業政策の改革が実施
されたため、種子代金のみ国から助成されることと
なった。今後とも国からの補助を活用し、本市の農
業振興を図る。

16,200 2 農林水産課

2-3-9 57
早期
17-19

鈴鹿市人権・同和教
育研究協議会補助
金の見直し

　鈴鹿市人権・同和教育研究協議会
は，1,100余名の会員から会費を徴収し
て人権・同和教育の推進に取り組んで
いる。組織運営を支援するための補助
金を見直す。

　平成17年度補助事業費　800,000円（経費使途内
容は人権・同和教育推進に係るものとする）
主な研究活動の実績としては、人権教育実践研究
大会の開催（市内教職員377人が参加）、人権教育
実践資料の作成、人権教育に関する研修会・研究
大会への参加（のべ158人が参加）、人権フォーラム
タクシー代補助などである。

　平成17年度の補助金800,000円を見直し，平成18
年度には300,000円とした。

　補助金は18年度と同様の300,000円とするが，補
助金の使途目的を明確にするため，「子どもフォーラ
ムすずか」に対する事業補助とする。

500 2 人権教育課

3-1-1 33
早期
17-19

組織機構改革の実
施

　新たな総合計画の事業体系に対応し
た市民に分かりやすく簡素な組織であ
るとともに，指揮命令系統と責任の所
在が明確な組織体制の確立をめざし，
平成19年度に実施する。

　平成18年4月に企画財務部秘書広報課の国際グ
ループを生活安全部市民対話課の国際交流室に改
編し，事務分掌を見直した。

・6月
各部の機構見直し希望をヒヤリングし結果を取りま
とめた。
11月
ヒヤリング結果及び総合計画の単位施策体系など
をもとに企画課と機構改革の方針等について調整を
行った。
1月
人事異動・組織見直しに関する各部局長ヒヤリング
を実施した。
3月
平成19年4月・5月の組織見直し要望について検討
を行った。（庁舎建設室の廃止他）

平成19年度中の機構改革実施をめざして，方針・ス
ケジュールの決定，関係部署との調整，全庁的な議
論を行う。

2 人事課
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3-2-1 34
早期
17-18

定員適正化計画の
策定・推進

　定員適正化計画を策定し，計画的な
職員採用と一層適正な人員配置をめざ
す。また，再任用職員や臨時・嘱託職
員の活用促進，高度な専門知識や技
術を持った人材の確保等について検討
を行う。
【平成20年度までに8人削減し，平成26
年度までに5％削減】

　平成18年2月に，17年度から26年度までの10年間
を計画期間とする鈴鹿市定員適正化計画を策定し
た。
その結果として，17年4月1日の職員数は，1,481名
で，16年4月1日の1,493名と比較して，12名の減と
なっており，1名8,000千円の人件費として，96,000千
円の効果額となった。
　18年4月1日は1，474名で17年4月1日と比べて7名
の減となっている。

・6月  各部人員要望ヒヤリングの実施
・7月  再任用希望の聞き取り実施・採用計画の決定
・8月  １次募集の広報掲載
・9月  １次試験の実施・勧奨退職希望の締切
・10～11月  １次募集2次・3次試験の実施
・12月  2次募集広報掲載
・１月  再任用者の決定・2次募集1次・2次試験の実
施・人事ヒヤリング実施
・3月  退職，採用者の確定
平成19年4月1日の職員数は1,469名で，平成18年4
月1日と比べて5名の減となる見込み。

　18年度までは定員適正化計画の目標数値より削
減が進んでいる状況。19年度以降も計画に沿った採
用計画に努める。

  計画の策定は，平成
18年度に終えたが，
その推進について
は，毎年進捗管理を
行う。

152,000
（96,000） 2 人事課

3-2-3 36
早期
18

語学指導等外国人
の配置

　現在，語学指導等外国人ＳＥＦ５名，Ａ
ＬＴ１名の6名を小中学校及び幼稚園に
派遣し，英語指導や英語科活動を通し
て国際理解教育の推進に努めている。
この語学指導等外国人のＡＬＴ1名の削
減を行い，地域における外国人の人材
を臨時職員として任用し，より効果的な
配置と指導体制をとり，経費の節減を
図る。また，ＳＥＦの賃金の減額を行う。

　中学校10校に派遣し，英語指導を支援するととも
に，特に英語によるコミュニケーション能力の育成を
図った。また，小学校には27校，378回，幼稚園には
20園，71回訪問し，英語活動等を通して国際理解教
育の推進に努めた。

　ALT1名を削減した。SEFの賃金を月額3万円，8月
の更新時にあわせて減額した。
　一方，幼稚園・小学校の英語活動の指導をより一
層充実するため，小学校英語アシスタントを5名任用
した。

1,924 2 指導課

3-3-1 37
早期
18

職員研修等の充実

　人材育成基本方針を策定し，これに
基づき，実務と一体化した職員研修計
画を平成18年度に定めて，専門的能
力、政策形成能力に優れた職員の育成
に努める。また，現在検討中の人事評
価制度や職員配置等との連携を検討し
ていく。

　人事評価検討部会により，人材育成基本方針及び
人事評価制度の検討を並行して進めたが，最終案
の作成には至らなかった。

・7月
人事評価検討部会により人材育成基本方針及び人
事評価制度の原案を作成
・9月
人材育成基本方針及び人事評価制度の原案につい
て関係団体と意見交換
・11月
政策幹部会議で人材育成基本方針について協議
・12月
鈴鹿市人材育成基本方針を策定，電子キャビネット
で職員に周知
鈴鹿市人材育成基本方針を市議会へ報告，市の
ホームページへ掲載

　策定した鈴鹿市人材育成基本方針に基づき，下記
の項目の具体的検討を行い，職員研修制度の内容
を見直していく。
・自己啓発を促進するためのeラーニングや通信教
育研修への支援
・各職場での自主的な業務研修実施に対する支援
・採用後10年間に，公務遂行に必要な基礎知識を身
につけるための研修の集中実施
・法務能力向上のための研修の充実

2 人事課

3-4-1 38
早期

17～19
特殊勤務手当の見
直し

　特殊勤務手当について，月額支給手
当の廃止など勤務実態に応じた手当の
見直しを平成19年度に行う。

　特殊勤務手当の見直し原案を職員団体等に提示
し協議を行ったが，調整に至らなかった。

　関係団体への説明，協議を重ねた。 　特殊勤務手当の見直し案を，改めて現時点で再確
認し，修正した上で，関係団体に提案する。平成19
年度中にできる部分からの改正をめざす。 3 人事課

3-4-2 39
長期
17～

時間外勤務手当の
抑制

　所属長による職員の業務分担の的確
な把握や業務の適切な進行管理，ノー
残業デーの徹底，週休日の振替え推進
などを進め，時間外勤務手当の抑制を
図る。
目標　　前年度対比　１％の削減

　17年度の時間外勤務時間数は，10月までは16年
度に比較して毎月減尐していたが，年末の新庁舎へ
の移転業務のために，12月が9,096時間の増，1月
が1,797時間の増と大幅な増加があったことから，１
年間を通じても，4,926時間（2.3％）の増加となった。
　新庁舎移転業務がなかったとしたら，4,000～5,000
時間の減尐となったのではないかと想定しており，
一定の削減努力の成果があったものと考えている。

　所属長に対して，出退勤システムで職員の時間外
勤務を把握して業務配分の調整等を行い，時間外
勤務の縮減に努めるよう要請した。　また，ノー残業
デーの徹底を呼びかけた。
　4月から翌年3月までの1年間で，時間外勤務時間
数は12,687時間（約5.7％）の減尐となっている。本
年度は福祉関係の一部の所属において法律制定等
による制度改正で業務量の増加が見られたところで
すが，17年12月の庁舎引越業務分がなくなったこと
により，大幅な減尐になったと思われる。

　毎年度，継続的に時間外勤務の縮減を呼びかけ
ていく。前年度比１％の削減目標達成に努める。

17,000
（△19,000） 1 人事課

1職員の適正配置
・上記により，小規模園における嘱託職員の臨時職
員化は極めて難しく，同時に進行している適正規模
化の検討にウェイトを置いて適正配置の進行に努め
たい。
2適正規模化
・公立幼稚園同士あるいは公立保育所・私立幼稚
園・保育園等との連携（具体的には認定子ども園の
設置及び統廃合）を含めて，鈴鹿市の就学前教育
のあり方を抜本的に見直すために，新たに（仮称）鈴
鹿市幼児教育振興計画を策定する。

　小規模園において
は，園児数は尐ない
が，預かり保育を実施
していることから，園
の業務が軽減されて
はいないため，臨時
職員での対応が困難
である。また，15名に
満たない小規模園
は，休園措置を取って
経費節減を図っていく
ため，計画を廃止す
る。

3

1職員の適正配置
・小規模園における嘱託職員の臨時職員化につい
ては，次のことについて検討した結果，常勤職員が
常時2名は必要であることから，実施できなかった。
①担任外も，朝の出迎えに始まり，幼児が園にいる
間は担任とともに幼児の保育や緊急対応に当たっ
ていること。
②園児の降園後は市経理や書類作成・整理，地域・
保護者からの相談等に，担任外も当たっているこ
と。
③保護者の要望により預かり保育を実施しているこ
と。
2適正規模化
・公立幼稚園同士あるいは公立保育所・私立幼稚
園・保育園等との連携（具体的には認定子ども園の
設置及び統廃合）を含めて，鈴鹿市の就学前教育
のあり方を抜本的に見直す動きと連動して考える必
要があり，検討中である。

学校教育課3-2-2 35
長期
17～

小規模幼稚園にお
ける職員の配置

　現在，2名配置の幼稚園については
正規職員１名と嘱託職員１名を雇用し
ているが，小規模園においては，嘱託
職員の代わりに臨時職員を任用するこ
とで，経費節減を図る。

　公立幼稚園の今後のあり方について，幼児教育・
子育て支援の立場から，職員の適正配置及び公立
幼稚園の適正規模化を図るための問題点等を整理
してきた。
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

4-1-1 －
早期
18

仮称）男女共同参画
条例の制定

　市民及び学識経験者による条例検討
委員会において原案策定を行い，平成
18年度中に制定する。

・平成17年1月
識見者及び市民による鈴鹿市の男女共同参画を推
進する条例検討委員会設置
・平成17年1月～平成17年6月
第1回～第6回条例検討委員会開催
・平成17年8月・9月
鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例（中間案）へ
のパブリックコメント及び2回の公聴会実施
・平成17年10月～平成17年12月
第7回～第9回条例検討委員会開催
・平成18年1月
条例検討委員会より提言（条例案提出）

・平成18年6月22日
市議会定例会にて「鈴鹿市男女共同参画推進条
例」可決
・平成18年6月29日
　「鈴鹿市男女共同参画推進条例（鈴鹿市条例第21
号）」制定，施行

　条例の理念・内容について，庁内に周知を図るとと
もに，庁外においても，あらゆる場で市民・事業者に
対し，積極的に条例の周知・広報に努める。

△70 2 男女共同参
画課

・8月
人事評価検討部会により人材育成基本方針及び人
事評価制度の原案を作成
・9月
人材育成基本方針及び人事評価制度の原案につい
て関係団体と意見交換
人事評価検討部会により組織目標シート，個人の目
標管理シート，能力評価シート等の記入練習と様式
確認
・12月
人事評価検討部会員等により，制度説明，評価シー
ト記入説明等の模擬練習の実施
・2月
模擬練習の結果と実施者アンケート結果による制度
見直し作業の実施
・3月
人事評価制度人事課原案の作成

　平成19年度下半期において，約200名の管理職職
員を対象に第1次試行を行う。このため，8月に制度
説明会，1月に評価及びフィードバック面談実施の手
法等についての研修会を実施する。

△3,133
（△3,242） 3 人事課3-4-3 40

中期
17-20

人事評価制度の構
築

　職員の適性や強み弱みを把握し，業
務を通じて指導育成を行うため，平成
20年度を目標に，新たな人事評価制度
を構築する。また，この結果を昇格や人
事異動に反映し，適正な配置に努め
る。

　人事評価検討部会により，人材育成基本方針及び
人事評価制度の検討を並行して進めたが，最終案
の作成には至らなかった。
　検討部会の議論のアドバイザーリー業務を専門業
者へ依頼した業務委託費3,242千円が経費として支
出された。
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

消防総務課

　18年度実施同様に各方面隊単位で管轄する地域
の自主防災隊と連携し，全体参集もしくは代表地域
での消防訓練を実施。訓練手法については，地域の
特性，代表実施分団の実施計画により執り行うもの
とする。秋時期までを概ねの実施時期とし，自主防
災隊の所有する資材確認し，その資材を中心とした
訓練内容として実施する。各地域の訓練結果は分
団長会議等において報告し，今後の活動参考とす
る。

2消防団による防災訓
練の実施

　自治会を始めとして地域ごとの自治
意識の高揚に努めるため，消防団と自
主防災隊の連携をとりながら安心・安
全な地域づくりの啓発に努める。

　上半期において，取り組みとして消防団の幹部・分
団長会議を活用して，趣旨の説明，理解及び啓発を
行うとともに例年実施の消防団幹部訓練にも科目と
して取り入れ指導要領等の習熟を図り，実活動に向
けて各方面隊単位での実施計画を策定し，様々なス
タイルで自主防災隊との連携訓練を実施。
①第１方面隊が7月30日地域参集スタイルでの総合
的訓練の実施。②第3方面隊が8月20日代表地区中
心とした総合的訓練の実施。③第５方面隊が9月3日
地域防災行事との連携により訓練実施。④第４方面
隊が10月29日代表地区を中心に従来からの訓練を
拡大して実施。⑤第６方面隊が10月29日代表地区
及び一部地区民生委員との連携も交えたスタイルで
の総合訓練を実施。⑥第２方面隊が11月19日代表
地区内においてそれぞれの町内で同時部分訓練を
実施。
　それぞれの結果を12月20開催の分団長会議で各
方面隊での実績を報告するとともに，次年度以降も
継続しての実施を確認。

4-3-2 －
早期
18-19

　平成18年度中に災害，犯罪及び事故
等による市民の生命，身体及び財産に
対する危害及び損害の防止について，
市，事業者及び市民の責務を明らかに
するとともに，安全なまちづくり基本計
画の策定その他の施策の基本となる事
項を定める。

仮称）安全安心まち
づくり条例の制定

早期
18

－

194-2-1

防災安全課3

　全国的に事故件数
が減尐する中当市で
は増加傾向にある。
県内各市においても
交通安全条例が制定
されてきており，本市
でも交通安全条例（仮
称）の制定が急務とな
り，当初予定していた
（仮称）安全安心まち
づくり条例の制定では
なく，交通安全条例と
防犯条例を制定する
ことに改めた。
（実施年度を20年度と
する）

　平成19年度は交通安全条例を制定することにして
いる。平成20年度は防犯にかかる分野での条例制
定に向けて，庁内関係部署及び関係機関と協議を
行い，基本的な方向を決定することにしている。
　なお，防災については，鈴鹿市地域防災計画に基
づき対策が講じられているため，条例の対象から除
外することにした。

　県下で平成15年以降「安全なまちづくり条例」「生
活安全条例」などが制定されている状況にあるの
で，他市の条例制定状況及び内容について調査を
実施した。
　当初，防犯，交通安全，防災を含めた内容の条例
を予定していたが，市内の交通事故の状況から，交
通安全に関する基本条例の制定に向けた作業を進
めてた。

4-3-1

　他市の条例等の資料を収集し、課内で方向性を検
討。市民参加の手続を明記する条例の制定を目指
すこととし、政策幹部会議に提案、説明。審議の結
果、もう尐し大きな視点での市民参加を対象とする
ようにとの意見であったことから、対象を自治基本条
例にまで広げ課内で再検討を行った。

　平成19年度中に，市民参加の手法を
用いて制定する。

市民参加に関する
条例の制定

・19年5～9月　　庁内ワーキング組織による検討
・19年11月 　　　講演会，シンポジウム等の開催
・20年1月以降　条例検討委員会の開催，タウンミー
ティング，出前講座等の開催
・21年12月　　　条例施行予定

早期
17-19 3 地域課

　平成19年度を目標
に平成15年2月策定
の“市民参加推進の
ためのガイドライン”を
基に，市民参加の
ルールを定めた「市民
参加条例」の策定を
予定していたが，本市
はまだ地域づくりの機
運が未成熟である。
　今後，市民と行政の
役割分担を明確にし，
市民参加や住民自治
の基本的な考え方を
定めた条例制定と共
に，地域づくりや市民
活動団体支援などの
事業を並行しながら
実施していくことが重
要であり，そのための
期間が必要となる。
（実施年度を21年度と
する）

・本市における市民参加の現状を調査
・他市の取り組み状況を調査
・19年2月20日　市民参加や協働などについて，組
織として考え方を共有するため所属長研修を開催
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18年度効果額
　　　（千円）

（　　）は17年
度

実施計画
NO

集中
改革
プラン
NO

期間 改革事項
自己
評価

改革内容 担当課17年度の実施状況 18年度の実施状況 19年度以降の実施スケジュール 計画変更の理由

4-3-3 －
中期
18-20

消防団ＯＢの防災支
援活動

　大規模な災害が発生した場合，地域
における消火・救助・避難誘導等の防
災活動が被害の拡大を止める点からも
重要であることから，消防団を退団した
方の防災の知識・技術・経験を生かし，
消防分団及び自主防災隊が行う防災
活動を支援する制度を創設し，地域の
安心・安全の自治意識を高揚させる。

　「消防団OBの防災支援活動」について，各分団の
消防団OBについてアンケート調査を実施，現状を把
握する。

　上半期において，各地域の分団長の理解を得る
為，方面隊会議等において説明を行いまた，意見を
取り付け総論賛成にて同意を得，更に細部事項を検
討し要綱制定に向けて10月開催の消防団幹部会議
に提示。要綱が12月開催の幹部会議，分団長会議
で承認され，更に消防本部内での承認を経て，平成
19年1月1日付から運用を開始する。運用として，支
援協力者登録については，毎年発生する退団者に
対して賛同を得て随時登録していくスタイルを基本と
するが，18年度内においては，初期体制として，各
地区分団長から現時点における賛同者を募り，集約
をはかり，年度末にまとめて登録を行うものとして事
業を実施。

　毎年発生する退団者に対して賛同を得て随時登
録していくスタイルを基本に事業継続を行い，各地
域での登録バランスも加味して登録者数の増加に
努めるものとする。年度当初において，初期登録者
を対象に発足式を開催し，更なる啓発と団結を呼び
かけ，地域の安心･安全意識の向上を図る。

2 消防総務課

4-4-1 －
長期
18～

地域づくり活動支援
事業

　市民主体による自主・自立した地域づ
くりを行うため（仮称）地域づくり協議会
の設立を支援する。

　地域づくり協議会モデル事業を加佐登，石薬師の2
地区で実施。加佐登では，まちづくり委員会広報パ
ンフレットの作成や先進地視察，石薬師では，地域
の名所・旧跡説明板の設置やまちづくり委員の研修
などを行った。
　「鈴鹿市地域づくり活動団体設置事業補助金交付
要綱」を制定。
　地域づくり活動団体設置に向けて各地区で検討委
員会等を実施。

　地域づくり協議会モデル事業を実施し，既に地域
づくり活動を実践している団体が，モデル事業を実
施したことで得られた結果を広くその他の地域に提
供することで，地域づくり協議会設置への理解や取
り組みを推進する。
　地域づくり協議会の設立に向けて，自主自立した
地域づくり活動団体を育成する。

2 地域課

4-4-2 －
長期
18～

主体性のある公民
館運営委員会の育
成

　地域の社会教育，生涯学習活動の拠
点である公民館の運営を各公民館に設
置されている公民館運営委員会のあり
方を見直し，役割を活性化することで，
地域における生涯学習活動の実施主
体として指導，育成する。

　地区市民センターと併設の公民館（19館）には，す
べて生涯学習推進委員を設置し，公民館運営委員
会の自主的な運営の啓発，推進に努めた。数館で
はあるが，自主的に事業を展開する公民館がでてき
た。

　公民館の半数をめどに，自主的，主体的に組織の
運営のできる公民館運営委員会の指導にあたる。
　館長・生涯学習推進委員等と意見交換をし，生涯
学習推進委員が，公民館と運営委員会の橋渡し役
として事業を円滑に推進できるように支援する。

2 生涯学習課

- 2 17
資源の集中配分と
庁内分権

　資源重点配分方式に基づく，実施計
画の事業選択において，市長としての
重点施策として実施する。戦略的事業・
重要事業を明確にし，集中して財源を
投入する。また，その他の事業につい
ては，各部局に分権する。

　市長の重点施策として実施する事業を戦略的事
業，また，部局が重点的に実施する事業を重要事業
として明確にし，集中的に財源投資する実施計画を
策定した。その他の事業については，包括的枠配分
予算方式により，各部局に権限を委ね，部局の責任
において事業を選択し，実施するようにした。

2 企画課

- 58 17
労働関係団体への
補助金の見直し

　事業内容の精査を行い，合理化等を
要請し，全体経費の削減を求めること
により，補助金額を削減する。

・シルバー人材センター事業補助等削減　125万円
・労働団体が実施する勤労者の福祉の増進事業に
対する補助削減　30万円
・鈴鹿高等職業訓練校運営補助削減　20万円
・鈴鹿地区雇用対策協議会削減　2万円
・消費団体が実施する消費生活事業に対する補助
削減　5万円

1,820
（1,820） 2 産業政策課

- 20 17
教育長車運転業務
の廃止

　平成12年度まで正規職員・技能員（運
転手）を雇用。平成13年度から平成15
年度まで嘱託職員を運転手として雇
用。平成16年度はシルバー人材セン
ターへ運転業務委託した。平成17年度
より，運転業務委託を廃止し，教育長
が出張する用務の所管課職員が運転
をすることとした。

教育長車の運転業務委託を廃止した。（1,800,870円
の削減）

1,800
（1,800） 2 教育総務課
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